
令和２年度３月補正予算の概要 

１．補正予算の規模                              （単位：千円） 

会   計   別 補正前の額 補正額 合計 

一般会計（第１１号補正） 88,820,824 346,398 89,167,222 

国民健康保険特別会計（第２号補正） 15,224,600 45,510 15,270,110 

後期高齢者医療特別会計（第２号補正） 2,880,126 462 2,880,588 

収益的収入 

病院事業会計（第３号補正）     収益的支出 

資本的収入 

15,854,478 

16,625,649 

2,255,325 

672,246 

39,631 

89,543 

16,526,724 

16,665,280 

2,344,868 

 

２．一般会計 

（１）歳出補正予算の主な内容 

担当課 事 業 名 補正額（千円） 補正事業の内容 

行政課 

通信事務費 7,700 通信運搬費（郵便料）の増額 

特別定額給付金給付事業費

（新型コロナウイルス対策） 
△114,508 実績確定による減額 

財政課 公共施設整備基金積立金 300,000 基金積立金 

財産管理課 庁舎維持管理費 △107,000 北庁舎給排水設備改修工事費の減（令和３年度に先送り） 

企画政策課 

とよかわ応援寄附金推進事業

費（新型コロナウイルス対策） 
14,600 ふるさと納税の実績に伴う返礼品に係る報償金などの増額 

とよかわ応援基金積立金 22,481 基金積立金 

人権交通防犯課 交通安全フェア開催費 △239 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う事業中止 



担当課 事 業 名 補正額（千円） 補正事業の内容 

文化振興課 

小坂井文化会館管理運営費 13,123 事業用器具費（空調自動制御設備機器） 

文化振興事業費 △18,239 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う事業の中止および変更など 

（展示事業費：△3,136 千円、公演事業費：△4,873 千円、文化芸術

創造推進事業費：△10,230 千円） 

文化のまちづくり基金積立金 8 基金積立金 

市民協働国際課 地区市民館施設整備費 △12,099 
実績見込みによる減額（平尾地区市民館改築工事費：△4,962 千円、

古宿地区市民館改築工事費：△7,137 千円） 

一宮支所 一宮支所庁舎管理費 754 庁用器具費（サーバ室空調機器） 

音羽支所 音羽支所庁舎管理費 △6,724 実績見込みによる減額（空調設備改修工事費） 

保険年金課 

国民健康保険特別会計繰出金 35,283 実績見込みによる増額 

福祉医療費（障害者福祉） 6,278 実績見込みによる増額（精神障害者医療費） 

後期高齢者医療費 370 後期高齢者医療特別会計繰出金 

福祉医療費（児童福祉） △142,540 実績見込みによる減額（子ども医療費） 

福祉課 

障害者自立支援事業費 413,073 実績見込みによる増額（障害福祉サービス費） 

障害者日常生活用具給付費 6,642 実績見込みによる増額 

障害児施設給付費 138,339 実績見込みによる増額 

障害児施設給付費（新型コロ

ナウイルス対策） 
1,529 感染症拡大防止対策経費（放課後等デイサービス支援事業費補助） 

介護高齢課 
地域福祉基金積立金 4,000 基金積立金 

健康福祉センター管理運営費 △493 新型コロナウイルス感染症の影響による減額（指定管理料） 

子育て支援課 

子ども・子育て応援基金積立

金 
200,000 基金積立金 

児童福祉総務費返納金 9,272 国庫支出金返納金 



担当課 事 業 名 補正額（千円） 補正事業の内容 

保育課 

児童福祉総務費負担金等 △17,556 実績見込みによる減額（子育て支援施設等利用給付費負担金） 

私立幼稚園助成費 △68,183 実績見込みによる減額（子育て支援施設等利用給付費負担金） 

公立保育所管理運営費 △20,000 新型コロナウイルス感染症の影響による減額（賄材料費） 

パートタイム会計年度任用職

員活用費 
△37,000 実績見込みによる減額 

民間保育所運営費 △62,181 実績見込みによる減額 

民間保育所運営費補助金等 △69,897 実績見込みによる減額 

保健センター 
休日夜間急病診療所管理運営

費 
△13,000 新型コロナウイルス感染症の影響による減額（医薬材料費） 

環境課 地域猫活動支援事業費 700 実績見込みによる増額（地域猫不妊去勢手術費補助） 

清掃事業課 し尿処理施設管理運営費 5,400 実績見込みによる増額（光熱水費） 

農務課 

産地パワーアップ事業費補助

金 
△59,000 事業内容変更による減額 

農業振興対策事業費（新型コ

ロナウイルス対策） 
△8,230 実績見込みによる減額（農業等継続支援事業費補助） 

商工観光課 

指定統計調査費 △24,835 実績見込みによる減額（国勢調査の経費など） 

信用保証料補助金 △11,000 実績見込みによる減額 

信用保証料補助金（新型コロ

ナウイルス対策） 
△122,000 実績見込みによる減額 

利子補給補助金（新型コロナ

ウイルス対策） 
△6,000 実績見込みによる減額 

商業団体等共同事業費補助金 △1,720 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う事業中止（本宮まつりなど） 



担当課 事 業 名 補正額（千円） 補正事業の内容 

商工観光課 
商業活性化促進事業費補助金 △300 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う事業中止（ものづくり博） 

ふれあい交流館管理運営費 △5,200 新型コロナウイルス感染症の影響による減額（指定管理料） 

八幡駅周辺地区

まちづくり推進

室 

八幡駅周辺地区整備事業費 △12,177 実績見込みによる減額（土地評価委託料） 

防災対策課 
防災訓練費 △1,422 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う事業中止 

防災行政無線整備事業費 △31,859 実績見込みによる減額（防災情報伝達システム整備委託料） 

教育庶務課 

教育振興基金積立金 4,000 基金積立金 

小学校管理費 4,519 校用器具費（大型冷風機） 

校舎施設営繕費 △4,864 
屋内運動場バスケットゴール落下防止対策工事費：△7,031 千円 

給食配膳室改修工事費：2,167 千円 

学校防犯対策事業費 △24,155 実績見込みによる減額（防犯カメラ改修工事費） 

小学校教育用器具等整備費 5,918 パソコン等購入費 

小学校環境対策事業費 67,221 管理諸室空調設備改修工事費（３校） 

一宮南部小学校校舎改修事業

費 
△27,609 実績見込みによる減額（実施設計等委託料） 

中学校管理費 1,738 校用器具費（大型冷風機） 

中学校教育用器具等整備費 16,968 パソコン等購入費 

中学校環境対策事業費 15,587 管理諸室空調設備改修工事費（東部中） 

学校教育課 教育指導費負担金等 △4,886 
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う事業中止（野外教育活動推進

事業費補助） 



担当課 事 業 名 補正額（千円） 補正事業の内容 

生涯学習課 
生涯学習関係事業費 1,000 

新型コロナウイルス感染症の影響による増額（とよかわオープンカ

レッジ活動費補助） 

公民館管理運営費 2,410 事業用器具費（八南公民館和室１、和室２の空調設備取替） 

スポーツ課 
保健体育総務費返納金 24,756 国庫支出金返納金 

体育施設指定管理料 30,705 新型コロナウイルス感染症の影響による増額（指定管理料） 

学校給食課 学校給食管理運営費 △86,000 新型コロナウイルス感染症の影響による減額（賄材料費） 

財政課 

市債元金償還金 40,899 利率見直し等による変更 

市債等利子 △36,561 利率見直し等による変更 

病院事業会計繰出金（新型コ

ロナウイルス対策） 
108,778 繰出金（救急医療に要する経費） 

 

（２）継続費の補正 

事 業 名 

補 正 前 補 正 後 

総額（千円） 年度 年割額（千円） 総額（千円） 年度 年割額（千円） 

平尾地区市民館改築事業

費 

172,000 
令和２年度 94,600 

166,776 
令和２年度 89,638 

令和３年度 77,400 令和３年度 77,138 

古宿地区市民館改築事業

費 

177,700 
令和２年度 124,400 

169,953 
令和２年度 117,263 

令和３年度 53,300 令和３年度 52,690 

音羽庁舎・音羽文化ホー

ル空調設備改修事業費 

516,450 
令和２年度 61,974 

458,128 
令和２年度 55,250 

令和３年度 454,476 令和３年度 402,878 

防災情報伝達システム整

備事業費 

1,451,054 
令和２年度 734,656 

1,368,910 
令和２年度 702,797 

令和３年度 716,398 令和３年度 666,113 

 



（３）繰越明許費の補正 

   ファシリティマネジメント推進費始め１４事業   ３７４，３９７千円 

 

（４）地方債の補正（限度額の変更） 

補正前             補正後 

     公共施設整備事業費            ２４，１００千円   ⇒    ２１，５００千円 

 公共施設整備事業費（特例債）      ２０４，９００千円   ⇒   １９３，６００千円 

 都市計画事業費（推進債）        １０９，５００千円   ⇒   １２３，４００千円 

 河川整備事業費              ３３，４００千円   ⇒    ３６，１００千円 

 消防施設整備事業費           ９８１，２００千円   ⇒   ９４９，３００千円 

 小学校建設事業費             ３８，８００千円   ⇒    ８９，１００千円 

 小学校建設事業費（特例債）         ７，４００千円   ⇒     ８，１００千円 

 中学校建設事業費                  ０千円   ⇒    １１，６００千円 

 臨時財政対策費             ４００，０００千円   ⇒         ０千円 

 減収補填費                     ０千円   ⇒   １８６，４００千円 

 

３．国民健康保険特別会計歳出補正予算の主な内容 

担当課 事 業 名 補正額（千円） 補正事業の内容 

保険年金課 

一般被保険者高額療養費 42,162 実績見込みによる増額 

一般被保険者保険料還付金 2,000 実績見込みによる増額 

償還金 1,348 実績見込みによる増額 

 



４．後期高齢者医療特別会計歳出補正予算の主な内容 

担当課 事 業 名 補正額（千円） 補正事業の内容 

保険年金課 一般管理費 462 後期高齢者医療システム改修委託料 

 

５．病院事業会計歳出補正予算の主な内容 

款 事 業 名 補正額（千円） 補正事業の内容 

収益的支出 医業費用 経費 39,631 修繕費、賠償金 

 

令和３年３月９日議決 


